5，135（一32）
男

畿

慰

馨

鰍

初登恢

纏

圏園皿酋甲がスタ
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仙田︑白倉両中学を統合し︑名実ともに川西中学

校となった同校では︑四日入学式にあわせて︑統合

仙田地区の生徒百四十四名︵旧仙田中︑百七名︑

記念式を行いました︒

しいスクールバスに乗って︑緊張した表情で初登校

旧白倉中︑三十七名︶は︑越後交通のバス及ぴ真新

に交流会などを行つていたので︑

とはいっても前々から統合のため

13日池田医院2−2581 20日山口医院2−217
27日中条病院7−3018 29日庭野医院2−271

灘鱗

生徒同志はきわめてなごやか︑こ

れからの学校生活に希望をわかせ

生まれかわった川西中学校は︑

ている感じでした︒

全生徒四百九十名︑十三学級の理

教職員数は二十五名︑一年から

想的な規模となりました︒

三年まで︑各三学級のほか︑特殊

統合については︑仙田地区から

学級が一学級で編成されています︒

ましたが︑スクールバスの購入や

の通学や寄宿などが心配されてい

越後交通バスの委託で解決したほ

か︑今秋には寄宿舎も完備する手

全町一中学校の実現により︑小

はずとなっています︒

中学校の統合問題は︑一応解決さ

理想的な教育環境となった︑そ

れたかたちとなりました︒

れぞれの小・中学校の今後は︑施

設や設備など内容面に力を注き︑

午前9時から午後5時まで

鐡

掻藁．

・鐵

す︒

教育の実をあげることにしていま

（急患以外はご遠慮を）

一一4月の休日救急医

．

鐵

鰻

纂棚
擁

昭和50年4月10日（毎月10日発行）
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人ロの動き
4月1日現在

女5，248（一17）
計10，383（一49）
世帯数2，338（一14）

発行川西町・町長根津正三編集企画室広報係小海正隆定価1部5円印刷白南風社

（）内は前月との比較

第二回 定例 会

会計の補正・条例改正

な ど で 長 か った会期に幕
五十年度予算審議を中心とした︑第二回の定例議会は︑去

商工費は︑工事請負費などで百

みられます︒

万円の減額︒

土木費は︑雪害対策に百二十三
万の追加をしました︒

消防費は六十五万の減︒

教育費も二百四十一万ほど減と
なりましたが︑全体的な不用額に

災害復旧費は五百九十一万の減

よるものです︒

農林水産施設災で増額の反面︑公

が︑︑二十六日に再会︑四十九年度一般会計ほか四つの特別会

る十三日に全会計が成立したことから以後休会していました
計の補正及ぴ︑条例改正二件などを審議し︑長かった会期二
共土木災では減額となりました︒

地開発基金繰出金二百九十万など
の追加で︑累計十四億四千六百七

なお︑条例改正は︑税条例及ぴ

交付税︑国県支出金などです︒

また︑主なる歳入財源は︑地方

十九万四千円となっています︒

衛生費百二十六万の増は︑十日

保育所の諸費用です︒

民生費は五十七万の追加︑常設

が含まれています︒

総額では︑二千二十四万一千円

十七 日 間 に 幕 を 閉 じ ま した︒

補正予算は︑一般会計が五回目
国保事業 会 計 が 四 回 目 ︑ 農業共 済
が 三回目 ︑ 簡 易 水 道 が 五 回 目︑水
道会計が二回目のものであり︑い
ずれも国県費の確定による過不足

国保

四月からは︑助産費を四万円に

とに届いている

すでにお手も

え置きのほか︑高額療養費は平年

なお︑保育手当金の三千円はす

千円に︵現行一万円︶なります︒

︵現行二万円︶︑葬祭費を一万五

かと思いますが

度化となります︒

を変更

t国保の保険証

今月一日から保

低くする最大の要因で﹁ぜひ﹂必

むだのない利用こそ︑保険料を

なると︑保険料は上がります︒

町が医療機関への支払いが多く

a上手な利用で安い保険料へ

す色﹂にかわり

険証が﹁うぐい
ました︒

要なことです︒

旧保険証と引換

えのうえ︑ご使

滞納のない町に

用ください︒

上野と仁田の

な負担かと思いますが︑納入して

一部では︑世帯

番号が変更にな

いただかないと支払いができなく

毎月の保険料は︑家計にも大き
っていますので

前年同様︑滞納のない川西町に

なります︒

かかっている方

今お医者さんに

国保は︑みんなの健康を守り︑

福祉年金

定時届を忘れずに

す︒支払いは五月六日からですの

五月は︑福祉年金の支払い月で

料で納入していただき︑町民税等

例年のとおり︑現況届提出のた

でお忘れなく〃・

め︑次により証書を回収しますの

剣友会員の募集

〜

〜

御

町の剣友会では︑次の要領一

剣道を通じての体力づく﹂

で会員を募集しています︒

健康増進に・あなたもいか綴

一

ですか．︵小叢上老叢
女問わず︶
一

一︑練習日時．場所

一

毎週日曜日︑午前八時から〜
十時まで︑川西分校体育館僧
昌︑会 費

月額百円︑半年ごとに徴収

希望者は︑役場産業課内高御

三︑入 会

〜

〜

橋正司まで環習に道驚

く●〜

でも受付けしています︒

仙田地区

上野地区

仙田出張所

橘出張所

上野郵便局

付けます︒

︵電話二五三番︶

使用申込みは︑月見荘で受

円︵ただし一歳未満児は無料︶

二百円︑子供を同伴の亡き百

料︑町内の老人以外一人一回

次のようになりました︒
町内の老人︵六十歳以上︶無

今月から月見荘の使用料が

月見荘・老人には
無料で

橘地区

千手地区

五月六日︑午前九時〜午後三時
役場年金係

回収日と場所

接役場まで持参してください︒

六日に都合のできない人は︑直

で︑支払いを受けたら忘れずに︑

また︑自分の身は自分で守るた

忘れずに届出してください︒

事故にあったら届出が必要です．

特段のご協力をお願いします︒

寒冷地手当の支給に関する条例に
してください︒

π交通事故は届出を早めに

ついて一部改正を行いました︒
税条例は︑市町村民税及ぴ固定

は︑医療機関の

担金︑妊産婦︑乳児医療扶助など︒

町市︑川西町衛生施設組合への負

資産税の︑前納報奨金最高限度額

前年二回の医療費値上げと︑高

窓口で手続きを

の調整や ︑ 各 費 目 の 不 用 額の精算
農林水産業費九百七十二万の増

一

福祉行政の先端を進んでいます︒

町長 根津 正 三

8。

の決定をまって算定替えとなりま
す︒上限は十二万円です︒

峨給付額もアップ

御

〜 御四一佃

酬u酬」酬∪酬∪酬u一

社会課年金係へ提出してください︒

は︑二次構近代化施設事業への補

を三十万円にするというもの︑

国や県︑町でも多額の援助はし

めに︑一日一円保険への加入も忘
姿をとどめていることをかえり

ていますが︑国保加入の皆さんか

お互いに助け合って︑住みよい

額療養費の支給や︑老人︑妊産婦

合併まもなくはじめられたこ

みるとき︑歴史をひもとくかつ

らもその一部を出していただかな

社会にするため︑一層のご支援を

般にはほとんど該当ありません︒

周年になろうとする今日まで続 好の資料として︑重宝されるの

けれぱなりません︒これが保険料

お願いします︒

となり︑昨年比三十八パーセント

国保をみんなでもりたてよう︒

けられた意義は大きく︑町民各 ではないかとも考えられます︒

の企画が︑すでに町政施行二十

引続いて︑よりよい町づくり

です︒今月から
四九︑〇六四円

れずに︒

位のご支援のおかげと︑心から

のため︑町と皆さんのかけ橋と

一世帯当たり

乳幼児の無料化で︑町の支払い額

感謝申しあげる次第であります

して発行したい考えであります︒

一三︑三四一円

んのご意見を吸収して︑よりよ の問題点も残されておりますが

の増額となります︒

あげます︒

四月から九月までは︑暫定保険

aとりあえず暫定保険料で
す︒

い町づくりの指針となるよう企 ますます親しまれ︑喜ばれるも

歩みとして︑その時点での町の

まれていることと存じます︒
今まで以上に︑広報かわにし
過去二百号が︑いわゆる町の を愛護くださるようお願い申し

にも密着したものとなり︑親し

画されたこの広報も︑皆さん方 のにと努力するつもりでありま

が大幅に増加しています︒

昭和三十三年にうぶ声をあげ

町政の実態を︑できるだけ細

一人当たり

二百 号 に あ た っ て

た広報かわにしが︑今月で二百

内容︑編集などには︑いくた

助︑経営改善対策事業などで︑一
方二次構の工事請負費には減額が

的なものが主となっております︒
一般会計の内容は

の財政調整基金積立金六百万︑土

この中には︑健全財政堅持のため

総務費に八百八十九万の追加︑

給付面を大きく改善P
2保険料がまたまた上がります︒

保険料38％の値上げ

かくお知らせし︑あわせて皆さ

広報かわにし

6。

49

号を数えることになりました︒
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仙田︑白倉両中学校が川西中学
であっただけに︑先生︑生徒とも

特に発足当時は︑戦後の混乱期

い︑といった表情が伺えました︒

その一年後には︑第二分校の赤

級の規模でした︒

岩校を本校に統合︑さらに三十八
合︑あわせて高倉の雪派を廃止︑

年になって第一分校の室島校を統

桐

美

校行事のあいさつには必ず﹁白倉

直
白倉中学校が廃校になり︑川西

中学校は本年度で廃校﹂というこ

片
いぱる人があまりみられなく︑よ

中学校へ合併するということを私

その時は︑別に気にしていなく

たったこれだけですが︑みんな

生徒は三十七人です︒

年度川西中学校へ行くと思われる

学校の在校生は四十二人です︒来

とばが聞かれました︒現在白倉中
校中でしました︒

部活動の面からみても︑仙中は

でした︒去年の五月︑三年生だけ

中学校に入学する喜ぴでいっぱい

どは︑私たちのほこりだと思いま

の業績にはすばらしいものがあり

す︒また︑たくさんの卒業生たち

例えば︑公民館などにたくさん

ます︒

白倉は陸上ではとても強いとい

の賞状がかかげられています︒

小学生の皆さん︑川西中学校へ

われたこともあるぞうです︒

﹂はなくなりません︒ほこりをも

白倉中学校が合併しても﹁白倉魂

にかわって全校をリードしてくだ

新しい六年生の皆さん︑中学生

って堂々と行動してください︒

しました︒女子はおしくも二位で

さい︒

でこの学校を守ってきたと思いま

．恵

したが︑仙田中とのあの大逆転な

の修学旅行をはじめとして︑いろ

それからは︑九月ごろからは学

くなってきました︒

す︒今年籠球部は新人戦で初優勝

大会︑中越大会︑放送陸上などで
活躍した人たちの名前が︑所せま

また︑昭和四十六年には︑全国

しとならべられています︒

へき地教育研究会が︑わが仙中で

いろと廃校に関するできごとが多

げて︑今は教務室の外廊下に︑県

昔から陸上競技に関しては名をあ

月ころだったと思います︒

がはじめて聞いたのは︑去年の三

見

きったことは︑一面でご紹介のと
ども苦難の日が多く︑思いおこせ

れていますが︑その中にも︑今で

︵五十年三月十五日

また︑卒業生の数は︑仙田中学

現在は両校で百五十二名︶

なお︑閉校にあたって︑在校生

枝

︵両校の閉校記念

林 幸

誌より︶

ます︒

開かれ︑優秀な成績をおさめてい

伝統ある中学校
仙田中学校閉校を目前にしてい
る私たちにとって︑中学校時代の
仙田中学校のことでしよう︒

最も大きな思い出は︑やはりこの
この仙中は︑生徒数が少なかっ

たために︑二年生だから︑三年生

にほ
対こ
すり
皇と
い先輩︑よい後輩という感じが学

だからといって︑下級生に対して

あ

，冒、

校に統合され︑新しいスタートを
おりですが︑これに先だって︑先

また︑この年白倉中は独立校とな

ば感慨もひとしおなのでしよう︒

は想像もつかないような︑生徒た

閉校にあたり︑記念誌が発行さ

月二十三日には︑両校の閉校式が

いずれも︑昭和二十二年に︑新

れています︒

百余名を数えたこともあるといわ

行われました︒

制中学として発足したものですが
かえされた記録がみられ︑母校と

ちの食糧確保や︑増産作業がくり

この間︑最盛期には︑生徒数四

近年に至っての生徒数の減少や︑

って今日に至ったものです︒

教育環境の充実といった面の考慮
ともに成長された人たちの︑懐か

和二十二年五月に︑本校を中仙田

が二千六百八十六名︑白倉中学は

に置き︑室島に第一︑岩瀬第二︑

っていました︒

たちは︑次のような感想文をつづ

両校の足跡をみてみますと︑昭

当日の式典には︑旧職員はじめ

白倉に第三分校とし︑高倉に雪中

しそうなまなざしが印象的でし尾

同窓生︑在校生や父兄など多数の

派出所をもって発足︑当時は︑生

から︑川西中への統合となったも
ので︑二十八年間という風雪の歴

方々が出席され︑感無量といった

徒数が全部で三百二十九名︑九学

史に終止符が打たれたものです︒

おももちで思い出を語られる中に

百九十七名となっています︒

も何かしら寂しさもかくしきれな

︵仙田中閉校式︶

白
倉
小中
学学
生の

小

自倉中が閉校
●

四

●

●
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総合開発計 画14
過疎対策に福祉施設の充実も
よい町とするために

一般的︑抽象的な表現

のあったことをお許しください︒

のため︑不明な点︑物足りない面

内容が︑

が進められることになります︒

の有効利用にもかかっている︒

明るい町づくりは︑狭い土地

③国土調査

正確な土地資料の完備により︑

福祉の向上︑産業開発のために

国土調査を五十二年完了を目標
とする︒

労働生産年齢層は社会保険に

㈲国民健康保険

著しく︑自主財源だけではまか

にある︒これ以上の人口減少防

ないきれない状況にある︒

えなければならない︑がしかし

国県に対する改善要望を強く訴

（単位：千円）

水不足は広域利水で
五︑

①土地と水の利用
整備︑医療防災体制の充実合理

高年齢層は国保にという現象が

化︑産業基盤の整備等が必要で

したがって︑関係団体とともに

止として︑豪雪の克服︑道路の

農地保全︑住宅地︑自然保全︑

率のため︑重点的に開発したい
ある︒

町西部地区の土地利用が非効

観光レジャー等に︑高度利用を
克雪管理センターや︑地域の

町としても可能な限り給付の改

検討する︒

全スポーツ︑娯楽︑研修の場な

人の集会所︑若人の交流会︑健
善にも力を入れたい︒

また︑生活用水︑工業用水需
どの整備拡充が望まれる︒

要の増大が予想されるので︑地

下水源のみにたよらず︑苗場山
ろく︑清津川多目的ダム等の広

近代的な行財政をめざして

重点的︑合理的な事業執行に

③財政

六︑行財政の合理化
行政需要は︑年々多岐に
わたっており︑町財政の運

なはあくの中で︑住民負担の軽

あたり︑財政規模︑構造の適正
減と︑財政需要の調整をはかる︒

三6D

二︵

1，781，615
1，460，455

営にはきぴしいものがある︒

常に社会情勢の動向をは

おわりに
一月からお知らせした︑第二次

失業保険法

新しく雇用保険法に

給付の内容などを充実

◎費用の負担・3・保険料率は︑千

日分の一時金制度になりました︒

の十五で︑労働者が千分の六︑事

また︑短期雇用の場合は︑千分

事業主千分の八となります︒

分の十三で︑労働者が千分の五︑

今までの失業保険法が廃止され
きました︒

今月から︑新しく雇用保険法がで

その概要は︑次のとおりです︒

すべての労働者を対象としまし

一︑適用範囲の拡大

保険者の保険料は︑労働者︑事業

を増進するため︑六十歳以上の被

なお︑高齢者の雇用とその福祉

業主が千分の九です︒

ただし︑農林水産業は︑当面法

た︒例えば︑商業︑サービス業︑
農林水産業なども含まれます︒

人である事業︑五人以上雇用する

主とも免除されます︒

保険給付の日数

にお問い合せください︒

すが︑細部は︑社会課︑職安など

以上︑主要な部分のお知らせで

事業から適用となります︒

昌︑失業給付を︑求職者給付と就職

このうち︑関係深い求職者給付

促進給付に分けました︒

についてお知らせします︒

保険金に相当︶︑技能習得手当︑

◎種類・⁝基本手当︵従来の失業

．寄宿手当︑傷病手当の四種類です︒

に被保険期間が六か月以上の人︑

◎受給要件・⁝離職日以前一年間

◎給付率・⁝前職賃金の最低六割

◎給付日数・・3年齢などから就職

低所得者には八割とします︒

の難易を考え︑別表のとおり︒

◎受給期間・⁝一年が原則ですが

婦人労働者等で出産︑育児などに

ときは︑四か年まで延長できます︒

より一定期間求職活動ができない

週間に一回です︒

◎失業の認定は・．．．原則として四

給付︵五十一年四月から適用︶・・

◎短期雇用特別被保険者の求職者

・・出かせぎ者のように︑季節的に

雇用を常態とされる人には︑五十

雇用される人や︑一年未満の短期

300日

あくし近代的行財政の運営
をめざす︒

①行政

総合開発計画の概要は︑今回をも

現今の流動する世相や︑経済の中

の

24・0日

55歳未満
55歳以上

180日
240日
300日

心身障害者等
就職困難な者

行政事務執行に総合性
職員の資質の向上︑適正

を保ち組織機構の合理化

この計画は︑六十年までを見と

っておわらせていただきます︒

り︑能率増進に努める︒

配置︑事務改善などによ

行動圏域の拡大にとも

では︑五年先︑十年先の町の完全

おした︑おおまかなものですが︑

ない︑広域的な行政運営

なる姿を見きわめることは︑きわ

そ

他

467150

90日
90日
90日
90日
90日
90日

菊歳未満
55歳未満

78〕，9〔B

合

兜000
6Z216 12％78
P

2，26乃946
2，224，595
5，952，772

計

90日

30歳未満
30歳以上
46歳以上
55歳以上

1，910，518

55，296

274，000

1年未満

26ス648

327

総

被保険者として 1年以上
雇用された期間

年 齢

805，682
15，000

1，97乃250

221，586
141，446

集会施設等整備

計

の広域行政

が必要とされているが︑
十日町地域広域事務組合

しかし︑この計画を軸とし︑よ
●

りよい町の姿を夢見ながら︑町政

めて困難なことといえましよう︒

などの組織の中で︑幅広
く共同処理を進める︒

藩

1亙ろ00

22，000

174，500

1，000

270，556

141，446
141，445

1，284，121

1，000

251，5〔ち

15，000

醤域窒町蔓
産 管

905，900
85，700

451，8α5
1〔渇，000

6，570
22，5話

261，000

210000
，
ε5，000

8乃650
45，825

44，525

22000
，
4，292

5，000

9292

2，170

527

6，570
4，400
2，200
6，570

12，051

19075
515
51，619

2，200

理

15，495

財

起

債

その他
参

1ろ，495

1，000

2，480
8，780
2，2弱
15，4？5

行政施設整備
過疎 対 策

額
担
負
町

特定財源
一般財源
計

県費補助
考

国庫補助
（52〜53）
5①

（5力年間）
訳
算

域利水施設に積極的に参加する

灘

内
源
財

訳
内
度
年
行
施
概

（S49年）
（5力年間）

第一年度

事業費
事業種目卦よび名称

（その他）
画

計

施
実

②過疎対策
人口減少も近年は鈍化の傾向

︵水需要は増加の一途︶
、

（4）
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﹁赤十字危急のときの
いのち綱﹂

法人社員

窪町内さイぽ
広報に皆さんの
声を〃
▲本紙が︑昭和三十三年七

︵月の創刊以来二百号を迎え
当初は︑二か月に一回で

㌦ることになった︒

一あったが︑翌三十四年には
︒今日に至っている︒

ハ毎旦回の発行にとかわり
〜編集者も四人交代した・

の現在の金子社会警課長

一＝︑OOO円 ％星名社会体育係長︑北村財

昌︑昌八O人︑六八三︑八OO円

実績 一般社員

次のとおりです︒

なお︑昨年の実績及ぴ活動は︑

ても︑あわせてお願いいたしますっ︶

社費増強月間です
日赤の活動については︑皆さん
の善意により︑活発な活動が行わ

特に︑県が目標としている三百

れております︒

円社員も︑わが町では定着し︑昨
年 は︑ほ ぼ 全 加 入 者 の 方 々 からご
四団体
活動

◎．働●95θ幅◎9

︑

の．噂．く◎一︒ ・〜亀●

善意をありがとう

人福祉に役立ててほしいと七万

◎四郎兼の渡辺理平さんから︑老

川西町の会員もおります︒

社会奉仕を目的とするもので︑

が贈られました︒同クラブは︑

ほど十四インチのカラーテレビ

木落分校にカラーテレビなど

渡辺さんは︑新聞配達業五十年

円の寄贈がありました︒

る親和会から︑図書七十冊の寄

◎松屋織物工場の従業員で組織す

ますので︑どうぞ︒

センターの図書室に備えてあり

贈がありました︒

を迎え︑なお健康で働けること

す︒

に感謝して贈ってくれたもので

木落の冬季分校にあてて︑この

◎十日町北ロータリークラブから

務係︶︑同第二係・渡辺ミツ︵千

税務課第一係・小海代利子︵同庶

同・川崎孝一︵総務課住民係︶︑

金係・松沢真代︵歯科診療所︶︑

一一−一一ロ一一一一一一一鱒−一一一一一一一一一一一一一一剛−一一一一一一一ロ聞一一一一一一一廓一−一一一一一−一一一噸−一一一一一II一一一一−繭一一一一日一一一−一閣−一一一一一一一

○小学校入学児童の安全帽配布

と企画した町内さんぼ︑なんと 副▽

今年も運動期間︵今月一日から

協力いただきました︒

末日まで︶を定め︑嘱託員を通じ
○老人安全杖の配布

なく見ばえのしないのが悩みの

退職／三月三十一日付

︑▽町の人事

て皆さんにお願いしているところ

ゾら四番といえば最強打者で
漣あるべきところであるが︑いや

手診療所︶︑建設課土木第一係・

へはや︑広報のむずかしさを痛く

保険課長・上村辰栄︑健管衛生係

○災害救援物資の配布等です︒

ころ︑これが最近ちょっと忘れ︒

られた存在となって萱寂紀

醸煤鶯麓籍軸鋭磐

理場︶︑教委庶務課・高橋エイ︵

理場・高橋十四︵仙田小︶

税務課第二係・清水泉︑千手保育

▽ 採用／四月一日付

園・奥山優子︑南原同︑喜多道子

健管衛生係・小林立雄︑川西中・

早月︑産業課農政係・佐藤豊子︑

上野同・蔵品ひろみ︑橘同・田中

業課農政係︶︑産業課農政係・五

一日付︑事務局長・小川東平

▽土地改良区 退職／三月三十

係は三階に移りました︒

会︑農委事務局は︑四階に︑農政

なお︑人事移動にともない︑議

江口忠夫

調係・清水幸夫︵同︶︑社会課年

恵子︵同第二係︶︑国土調査課国

第一係︶︑総務課庶務係・田村美

健管衛生係・水品芳子︵税務課

診療所・大平キミ︵健管衛生係︶

診療所・星名美佐子︵同︶︑歯科

十嵐一男︵社会課年金係︶︑千手

長︶︑農委事務局・押木久之︵産

総合センター・高橋貴美子︵同︶

同・小林マッノ︵仙田給食共同調

柄沢敏雄︵国土調査課国調係︶︑

たね︑各地でおもしろい話題が

同︶︑社会課援護係・高橋良子︵

・上村美知夫

︑感じ入つている次第である︒
︶ 文章表現や・かなづかい・写

▲役場及ぴ出張所などに〃町政
▽ 昇任／四月一日付
ポスト〃のあるのはご承知の卸 教委学校教育課長・南雲守︵建設

岬箆黎韻齢郭譲繋

あったら︑是非ご一報を〃

一真撮影︑さらにま割付け・⁝等

課土木第一係長︶︑建設課土木第

フミ︵仙田中︶︑仙田給食共同調

千手保育園︶︑仙田出張所・小林

ハ等どれらが烈てマッチして

一係長・高橋己一︵同第一係︶︑

ハきわまりない心境となっ内
また︑何をとりあげたらしい

蘇諺献総嬉充ず蟹え／四暑付

育園︶

橘保育園長心得・春日泰子︵橘保

σ．．一㌔噸ρ亀。・9A

▲今までの広報を製本されたい︶ 保険課長・高橋良平︵教委学校教
方には︑実費︵三千円前後︶で
育課長︶︑企画室農村整備係長・
高橋英雄︵農村整備係長兼農地係
︵

あっせんします︒希望の方は︑

︾

♂の︑先輩諸氏の足跡をけがさな
〆いよう努力するのが精いっぱい．
へ 皆さんのご協力を切にお願い

までおいでくださるよう・

耐

保存されていた広報をもって係㌦
て︑その一部が還元され︑町 V▲町の行事・馨ので喜とな

いずれも電話二一〇企画室へ

確めてからお立てください︒

るのは危険ですので︑周囲をよく

電線に接近して鯉のぼりを立て

ります︒

〃事故︑ケガ〃をする人が出てお

一ど︑なんでもとりあげてみたい

なりますが︑例年電線にふれての

これから鯉のぼりのシーズンと

東北電力から

鯉のぼりは安全に

では︑節黒城や学校︑保育園

願いします︒

るため︑皆さんのご協力をお

私たちの周囲に︑緑を育て

ものを植樹してきました︒

︵︐：●︑︒．︑●ぜ：︒︒︾．︒●●︵・・．．︶︑く・．．の〜σ＝●〜︒＝θ：︽ご〜嘱

〜する次第である︒

〜のかも基本的なこと︑二百号を
卵境に頑張るつもりではいるもの

●・

などの周辺に桜︑柳といった

また︑協力の度合いによっ

ています︒

戸別にお願いすることになっ

る募金のほか︑仙田地区は︑

額は︑約五万円で︑街頭によ

月一か月間︑今年の町の目標

が行われています︒期間は今

レーズに︑緑の羽根募金運動

〃町に緑を〃をキャッチフ

○家庭看護講習会

戯縫紛鞭励髄難鮒

6・188・〜508θ〈6◎1）e∂〈
〉・σ，へ

） へ

．◎●．㌔ノ●．、◎一㌔◎。

いするとともに︑新規加入につい

〜

窺

ですが︑昨年以上のご協力をお願

口
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身障者の方に
軽自動車税を免除

上

平衡機能障害

3級

同

上

上肢 不自

由

1級2級の1．2

特別1．2．3項症

下肢不自

由

罐鍵．糠

1級2級3級の1

特別1．2．5④⑤⑥
項症①②③款症

⑱⑳）（⑳

特別①②③④5。6

項症①②③款症

呼吸器機能障害

同 上

同 上

なお︑家庭の中に身体障害者等
があって該当する場合は︑社会福

帳の交付を受けている人で︑障
害の程度が別表に該当する人︒

祉事務所長などが発行する当該事
実を証明する書類を添付してくだ

昌︑ 生計を一にするものの中に︑

前項に該当する障害者等︵別表
さい︒

︶がおり︑その人の通学や通院

一日一円の会費でおなじみの︑交通災害共済の申込みを受付け中で

載されているものをいいます︒

筆頭者とは︑戸籍の最初に記

長男仁田

霧縞

吉一

田

下

中

原

長女

恭平 長男

納税メモ

納期前納付の報奨金

一期分を納めるとき︑第二期

固定資産税や町民税は︑第

東善寺

以後のものもあわせて納める

付されます︒

と︑次により前納報奨金が交

＋日町から

岡から

×納期前月数︑ ︵三十万を超

える場合は三十万円︶

納期前納付税額×百分の一

谷から

高原田

万円を第一期︵四月︶に前納

例えば︑固定資産税年額四

霧谷

すると︑千五百円となります︒

室島から

静岡から

田戸

茂から

浜から

落から

落から

尾から

形から

沖立和夫

菜の花や道大曲り村に入る

空よりも水に明るし春の月

大倉金子洋石

春一番妻有の空も雨模様

水量の首まで浸り猫柳

十日町病院にて

せせらぎを目高上りては流れては

淡雪の地に落ちて消え落ちて消え

花日和観光バスは唄いつつ

O畦越えて水溢れ居り雪解くる

小白倉江口凡石

束の間に一日過ぎし花見かな

唄いたき心若葉のしげる道

目高捕る子等喜々として水ぬるむ

O春宵やあやせばなつく子を抱いて

小白倉片桐玉章

ミ太田白嚢

俳心贋

小わ夢

今月は固定資産税の月です︒

月の前納となる︶

五月︑四期分は七月︑計十五

︵二期分は三月︑三期分は

遠藤千代野

里から

東善寺

阿部ミヤ子

高橋茂

片桐功一
高橋新一

上野
室島

新町新田

木落
木落

中仙田

口

野

二治

木村廣太郎

内山正治
桑原治平

田口熊三郎

山家チヨ

引間

五＋嵐肚平

四郎兼

昇天ーごめい福を祈る

二歎趾麟命顯

捧鶴総

二女学校町 碗顯
長女高原田

う船︑小声ーおすこやかに

星名夕子

小林かおり

春日千絵美

高橋麻里子

押木章子

星名聡

貴之

丸山貴美子

高橋

︑ さごーご円満に
たカ

命顯

鰯畢に申請されるよあ顯
命顯

民生委員として五年間活躍され

登坂さんが

民生委員に

の○でかこんである場合は除く
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